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平成２８年草加市教育委員会第５回定例会 

 

                   平成２８年５月２５日（水）午後１時３０分から 

                   草加市役所本庁舎西棟教育委員会会議室（４階） 

 

○議 題 

     第２６号議案  草加市学校評議員の委嘱について 

     第２７号議案  草加市障害児就学支援員会委員の委嘱について 

     第２８号議案  草加市社会教育委員の委嘱について 

     第２９号議案  草加市公民館運営審議会委員の委嘱について 

     第３０号議案  草加市社会教育委員会議への諮問事項について 

     第３１号議案  点検評価委員の委嘱について 

     第３２号議案  草加市立図書館協議会委員の任命について 

     第２３号報告  県費負担教職員の人事に係る専決処理の報告について 

     第２４号報告  草加市奨学資金貸付審査会委員の委嘱の報告について 

 

○出席者 

       教 育 長   髙  木  宏  幸 

       教育長職務代理者   村  田  悦  一 

       委 員   井  出  健治郎 

       委 員   小  澤  尚  久 

       委 員   加  藤  由  美 

       委 員   宇 田 川 久美子 

 

○説明員 

       教育総務部長   今  井  規  雄 

       教育総務部副部長   三  浦  伸  治 

       教育総務部副部長   青  木   裕 

       総務企画課長   伊  藤  寿  夫 

       学 務 課 長   関  根  秀  一 



- 2 - 

 

       教育支援室長   山  根   明 

       生涯学習課長   石  川  敬  事  

       中央公民館長   鈴  木  裕  之 

       中央図書館長   松  川  令  久 

 

○事務局 

       書    記   飯  野  光  政 

                山  岸   亮 

 

○傍聴人   １人 



- 3 - 

 

 

午後１時３０分 開会 

   ◎開会の宣言 

○髙木宏幸教育長 ただ今から、平成２８年教育委員会第５回定例会を開催いたします。 

 

◎前回会議録の承認 

○髙木宏幸教育長 事務局から前回会議録の朗読をお願いいたします。 

前回会議録の朗読 

○髙木宏幸教育長 ただ今、事務局から前回会議録の朗読がありましたが、これにつきまして

ご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。 

（「ありません」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 よろしければ、承認することとし、会議録への署名を行いたいと思います。 

教育長・委員の署名 

 

○髙木宏幸教育長 以上で前回会議録の承認を終了します。 

 

   ◎議案審議 

○髙木宏幸教育長 ただ今から、審議に入らせていただきます。本日の案件は、追加案件を含

めまして、議案が７件、報告が２件となっております。 

 なお、委員さんの中で議題以外の教育全般に係るご質疑、ご意見等がございましたら、委員

会終了後に意見交換の時間を設けておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

   ◎第２６号議案  草加市学校評議員の委嘱について 

○髙木宏幸教育長 初めに、第２６号議案について、学務課長より説明させます。 

○説明員 第２６号議案、草加市学校評議員の委嘱について申し上げます。 

 本議案は草加市学校評議員の委嘱につきまして、草加市立小・中学校管理規則第１９条の２

の規定により、平成２８年度の各小中学校の委員を委嘱するものでございます。 

 委嘱委員につきましては、３ページ目からの平成２８年度草加市学校評議員名簿のとおりで

ございます。先頭に※印がついている方については、他校との兼任者でございます。 



- 4 - 

 

 学校評議員の効果と課題等につきまして申し上げます。 

 効果につきましては、地域における生徒の様子や児童の様子、教育活動に対する意見を伺う

ことで、学校経営・学校運営にいかすことができる、ということが挙げられます。また、学校

評議員の皆さんが学校の様子を地域に広めていただいている、ということもあります。 

 続いて、課題について申し上げます。幅広い分野から人選することとなっておりますが、区

分での偏りが見られます。また、評議員の方々の高年齢化傾向が見られます。 

 次に、学校評議員の今年度の構成につきまして申し上げます。今年度は男性が５７％、女性

が４３％になっております。新たに委員となりました方は全体の２２％となっております。区

分別の割合につきましては、学識経験者が１３.３％、ＰＴＡ関係者が２６％、町会、自治会

関係者が２５.５％、福祉関係者の方が２０.４％、企業の方が２.６％、青少年団体関係者の

方が１.５％、社会教育関係者の方が３.１％、老人会・子供会関係の方が１.５％、その他必

要と認められる者が６.１％、今年度はこのような割合になっております。以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

○村田悦一教育長職務代理者 今、効果と課題、構成等もお話しいただいたので、学校評議員

としての内容はよく分かりました。学校の中で、こういう方が活躍できることは開かれた学校

になるということで、さらに担当課として進めていただきたいと思いますが、最後に説明があ

りました構成の中で６.１％を占める「その他必要と認められる者」とは、例えばどういう方

がその他必要という方なのかという例示を幾つかいただけますか。 

○説明員 今年度、学校から挙げられた例は、学校開放委員、それからスクールガード、見守

り隊の方が、今年度メンバーに入ったということです。以上です。 

○髙木宏幸教育長 他にご意見、ご質問はございますか。 

 それでは、第２６号議案につきましては、原案どおり可決することでよろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 異議がないようですので、第２６号議案については、可決といたします。 

 

   ◎第２７号議案  草加市障害児就学支援委員会委員の委嘱について 

○髙木宏幸教育長 次に、第２７号議案につきまして、教育支援室長より説明させます。 

○説明員 第２７号議案、草加市障害児就学支援委員会委員の委嘱についてご説明させていた
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だきます。 

 提案理由でございますが、草加市障害児就学支援委員会委員に欠員が生じたことに伴い、草

加市障害児就学支援委員会条例第３条の規定により、委員を委嘱する必要を認めたためでござ

います。 

 委嘱者名簿につきましては、資料をご覧ください。 

 新規委嘱者は３人でございます。任期は、草加市障害児就学支援委員会条例第４条により、

平成２８年６月１日から平成２９年５月３１日となります。 

 また、新たな委員の委嘱区分は、同条例第３条から、知識経験者２人、小中学校教員１人と

なります。構成委員の男女人数等は、男性６人、女性９人。以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

○小澤尚久委員 委員さんの６番の新任の方の選出団体が、草加市教育委員会とあるのですが、

区分や職について、差し支えない範囲でもう少し詳しくお聞かせいただければと思います。 

○説明員 小林寛子さんは、平成１９年まで川口医療センターにお勤めでした。同年退職され

まして、平成２５年まで非常勤として勤務されておりました。役職につきましては、言語聴覚

士ということで、子どもの言語聴覚の指導に当たっておられました。 

 また、同年川口市で就学支援委員を務めておりまして、平成２３年から草加市の通級指導教

室指導員としてお勤めいただいている方でございます。 

○小澤尚久委員 分かりました。ありがとうございます。 

○髙木宏幸教育長 他にご意見、ご質問はございますか。 

 それでは、第２７号議案につきましては、原案どおり可決することでよろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 異議がないようですので、第２７号議案については、可決といたします。 

 

   ◎第２８号議案  草加市社会教育委員の委嘱について 

○髙木宏幸教育長 次に、第２８号議案につきまして、生涯学習課長より説明させます。 

○説明員 草加市社会教育委員の委嘱についてご説明いたします。 

 提案理由でございますが、同委員の任期が平成２８年５月３１日をもって満了することから、

草加市社会教育委員設置条例第２条の規定により委員を委嘱する必要を認めたものでござい
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ます。 

 続きまして、１７ページ及び第２８号議案参考資料をご覧ください。今回委嘱を予定してお

ります１４人の委員につきましては、再任委員１０人、新任委員４人の構成となっております。

各委員の選出区分につきましては、学校教育の関係者、社会教育の関係者、家庭教育の向上に

資する活動を行う者、学識経験のある者となっております。女性委員の構成割合につきまして

は、２８.６％でございます。以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

○村田悦一教育長職務代理者 新任委員４人の方のうちの１人、１７ページでいきますと７番

の根守さんという方が公募という形で出ておりますが、その公募の状況について、例えば何人

応募があって、どういう形で選考してこの方になったのか、あるいは選考するときには、こん

な作文を書いてもらっているなど、内容についてお知らせいただければと思います。 

○説明員 公募の応募状況及び内容につきましては、５人の方から応募があり、応募資格や小

論文の審査を行い、結果として４人の方で公開抽選を行いました。 

 新任の方は、製造業関係の営業職や子会社の監査役を歴任され、草加市主催の「草加市未来

まちづくり市民会議」にも参画された方でございます。 

○髙木宏幸教育長 他にご意見、ご質問はございますか。 

 それでは、第２８号議案につきましては、原案どおり可決することでよろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 異議がないようですので、第２８号議案については、可決といたします。 

 

   ◎第２９号議案  草加市公民館運営審議会委員の委嘱について 

○髙木宏幸教育長 次に、第２９号議案について、中央公民館長より説明させます。 

○説明員 それでは、第２９号議案、草加市公民館運営審議会委員の委嘱についてご説明申し

上げます。 

 この議案は平成２８年５月３１日をもって現在の公民館運営審議会委員の任期が満了とな

ることから、草加市公民館運営審議会条例第３条の規定により、新たに委嘱を行うものです。 

 審議会委員は、各公民館・文化センター、草加市町会連合会、草加市国際交流協会、草加市

青少年健全育成市民会議、草加市小学校長会、獨協大学等に推薦依頼し、社会教育の関係者９
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人、家庭教育の向上に資する活動を行う者１人、学校教育の関係者１人、学識経験のある者２

人の合計１３人を委嘱いたします。１３人の構成は、現任が８人、新任が５人で、男女比につ

いては男性１１人、女性２人でございます。女性の構成割合は１５.４％でございます。 

 委員の通算任期は原則として１０年を超えない範囲をお願いしているところでございます

が、３人の方が１０年を超えております。 

 詳細につきましては、別紙参考資料の草加市公民館運営審議会委員名簿をご覧ください。 

 説明は以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

○宇田川久美子委員 任期は１０年を目安ということですが、超えている方たちは、どのよう

な理由で超えているのですか。 

○説明員 各団体等に推薦していただいていまして、なかなかその方以上に適任がいないとい

うことで、続けてなられる方が多いということになるかと思います。 

○宇田川久美子委員 ご希望の方で、適任者があまりいらっしゃらないのですか。 

○説明員 公民館については、利用者の高年齢化が進んでいます。なかなかこういう活動の場

に出てこられる方が少ないということもあり、同じ方にというのが続いてしまうという状況で

す。 

○村田悦一教育長職務代理者 草加市公民館運営審議会条例の第４条では、委員の任期は２年

とし再任を妨げない、それしか書いていないのですが、１０年を超えないというのは内規か何

かであるのでしょうか、この条例からいえば１４年でも１２年でも問題はないと思いますが。 

○髙木宏幸教育長 教育総務部長。 

○説明員 審議会等の委員につきましては、草加市全体の考え方、方針として、お一方１０年

を目途に後任の方にお譲りいただくという取り決めにさせていただいております。併せて、審

議会をお一方４つまでというような申し合わせになっておるところでございます。やはり、市

内２４万市民おりまして、大分以前は同じ方にいろいろと審議会の委員をお願いするというこ

とがございましたので、そういったことの反省から、今のところ１０年４件までという方針は

とっておりますけれども、余人をもって代えがたいという人材もいらっしゃいますし、その場

合には１０年を超えるというようなことで委嘱をさせていただいている方もいらっしゃいま

す。 

 今回、公民館の運営審議会の中で複数人が１０年を超えておりますけれども、それぞれ余人
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をもって代えがたい方でもいらっしゃいますし、その公民館の中での運営について指導的なご

意見をいただける方と認めまして、１０年は超えておりますが、ここで改めての委嘱をしたい

ということでございます。以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 他にご意見、ご質問はございますか。 

 それでは、第２９号議案については、原案のとおり可決することでよろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 異議がないようですので、第２９号議案については、可決といたします。 

 

   ◎第３０号議案  草加市社会教育委員会議への諮問事項について 

○髙木宏幸教育長 次に、第３０号議案につきまして、生涯学習課長より説明させます。 

○説明員 第３０号議案、草加市社会教育委員会議への諮問事項についてご説明いたします。 

 提案理由でございますが、第三次草加市生涯学習基本計画の策定について、社会教育法第１

７条第１項第２号の規定により諮問する必要を認めたものでございます。 

 諮問事項につきましては、第二次草加市教育振興基本計画を基本構想とした第三次生涯学習

基本計画を策定する必要があることから、その内容を検討していただくために草加市社会教育

委員に諮問するものでございます。 

 答申期限につきましては、平成２８年１１月末日としております。以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

○村田悦一教育長職務代理者 諮問事項が第二次を受けて第三次の草加市生涯学習基本計画

の策定ということですが、答申期限が本年の１１月末というのは、短いのかなという印象を受

けました。諮問をして何を答申されるかという点も見えませんし、どういうことなのでしょう

か。先ほどありました草加市社会教育委員も４人新任の方が入っておりますし、そのことも含

め、答申期限がここで大丈夫なのかなという気がするのですが、その点はいかがでしょうか。 

○説明員 第三次生涯学習基本計画の審議につきましては、平成２６年度から、その骨子につ

いて社会教育委員の間で共通の認識が図られておりますので、本年１１月末日の答申という計

画になっております。以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 他にご意見、ご質問はございますか。 

 それでは、第３０号議案については、原案どおり可決することでよろしいでしょうか。 
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（「はい」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 異議がないようですので、第３０号議案については、可決といたします。 

 

   ◎第２３号報告  県費負担教職員の人事に係る専決処理の報告について 

○髙木宏幸教育長 次に教育長に対する事務委任規則第２条第３項の規定に基づき、専決処理

の状況を報告させていただきます。 

 それでは、第２３号報告につきまして、学務課長より説明させます。 

○説明員 それでは、県費負担教職員の専決人事を報告させていただきます。 

 育児休業が、小学校教諭１件、中学校教諭１件でございました。取得した職員は、小学校は

女性、中学校は男性でございます。 

 育休復帰ですが、小学校教諭１６件、小学校養護教諭２件、小学校栄養教諭１件でございま

す。中学校では、中学校教諭２件、中学校養護教諭１件、中学校事務職員１件でございます。 

 育児休業延長につきましては、小学校教諭９件、小学校事務職員１件、中学校教諭２件でご

ざいます。 

 休職延長ですが、小学校教諭１件、中学校教諭１件です。 

 続いて復職についてですが、小学校教諭１件、中学校教諭１件でございます。 

 続いて、発令についてご報告申し上げます。 

 欠員補充につきましては、小学校教諭が４７件、昨年度比マイナス１５件です。小学校栄養

職員１件、小学校事務職員２件、中学校教諭３８件、中学校につきましてはプラスマイナス０

です。中学校事務職員１件でございます。 

 欠員補充の任用状況ですが、草加市で新規に任用いたしました小学校教諭は１０人でござい

ます。継続は３７人でございます。中学校は、新規任用は１１人、継続は２７人でございます。

小学校定数内臨任率でございますが、小学校につきましては７.４２％、中学校定数臨任率は

１０％で、昨年度より改善されております。今後も、改善に向けて努力してまいりたいと思い

ます。 

 続きまして、代替につきましてご報告申し上げます。 

 小学校産休代員６件でございます。中学校産休代員、同じく６件、中学校育休代員が４０件、

中学校育休代員が１０件。中学校休職代員が２件、小学校休職代員が３件、中学校休職代員が

２件でございます。以上でございます。 
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○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

○小澤尚久委員 ３番の育休の延長についてですけれども、この延長というのは、年度変わり

なので新たな手続が必要という意味での延長ということなのか、それとも、当初ここまでと想

定していたのが、何かの事情によって延長されたということなのか、教えてください。 

○髙木宏幸教育長 今の件でございますが、育休は、当初、一定期間、１年なら１年とか、あ

るいは例えば７月に生まれて産後休暇に入り、その後、育休を年度末までと当初考えていたけ

れども、さらに延長してもう１年というような、そういう場合に育休の延長ということになり

ます。 

○小澤尚久委員 ここで、今まで取っていたものについて、さらに延長ということでしょうか。 

○説明員 さらに延長ということで、本人の希望ということでございます。 

○小澤尚久委員 特に、この中で重大な体調を崩したとか、そういうことではないわけですね。 

○説明員 現在、そのような報告は受けておりません。 

○村田悦一教育長職務代理者 それに関して、今、かなり育休が取れるということで、産休を

取得して、育休を取得して、また延長して、また次のお子さんのおめでたで産休取ってという

か、そういう例で３年、４年、５年、６年と学校に復帰しない先生がいるというような話も聞

いたことがあるのですが、現実に、学校現場について、何か特徴的なことがあれば教えてほし

いです。 

○説明員 今のところ、延長、延長で来ている学校現場の情報についてはございません。 

 ただ、今回、新しく育児休業を取られた男性の方がおられましたので、これは草加市にとっ

て初めての方になるのかなと思います。 

○髙木宏幸教育長 付け加えですけれども、育休を取っている間に妊娠されて産休に入るとい

うケースがあります。ですから、今度、産休に入っていくと、そのお子さんに対して育休とな

ってきますから、今、ご指摘ありましたように、育休に入っている間にまた第２子が生まれて

さらに延びるという例はございます。そう多くありませんけれども、例としてはあります。 

○村田悦一教育長職務代理者 発令で、年度当初の４月のということですので、これだけ単純

に見てみると、小学校で４７件、中学校教育が３８件、さらに代替、これは教諭だけですから

６９人、単純に足すと１５４人が、要するに臨時的任用者です。先ほど、欠員補充の率では小

学校が７.４２％、中学校が１０％ということですが、この１５４人の臨任が、ある意味では、

草加の教育を良くも悪くもしていくのかなと思います。臨任でも、本採用でも、担任をするな
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ど同じように教育をしていくわけですが、臨任の状況については、本当に大丈夫なのか、しっ

かりした教育がなされていくのか、その点について学務課、あるいは指導課でも、臨任者の指

導・研修等をしていると思うのですが、その辺をお話しいただければと思います。 

○説明員 任用につきましては、最初は教育委員会で個人面接をやらせていただきます。それ

で、適性を見まして学校に配置するわけですが、学校でも、学校管理職からの研修、または校

内研修等を活用して、臨任の方も一緒に研修をさせていただいております。 

 また、教育委員会としましても、臨任研修会を持っておりますので、その中で、臨任の先生

に力を貸していただく場面が大変多くございますので、臨任の方の力、資質を必ず上げていく

という強い理念のもとに、研修会を行っております。 

○宇田川久美子委員 育休の中学校の男性ということですけど、この背景が分かれば教えてく

ださい。 

○説明員 この中学校の育休を取られている先生ですが、約４か月取られています。まだ若い

方ですが、奥さんと、それから産休、育休を取られている教員本人がともに北海道出身という

ことで、北海道で出産をしたいという希望がございまして、この４か月間は教員本人が上の子

の面倒を見るという状況から育休を取られています。 

○髙木宏幸教育長 他にご意見、ご質問はございますか。 

 それでは、第２３号報告につきましては、原案どおり承認することでよろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 異議がないようですので、第２３号報告については、承認といたします。 

 

   ◎第２４号報告  草加市奨学資金貸付審査会委員の委嘱の報告について 

○髙木宏幸教育長 続きまして、教育長に対する事務委任規則第３条の規定に基づき、事務の

管理及び執行の状況を報告させていただきます。 

 第２４号報告につきまして、総務企画課長より説明させます。 

○説明員 それでは、第２４号報告、草加市奨学資金貸付審査会委員の委嘱の報告についてご

報告いたします。 

 この報告につきましては、昨年、平成２７年５月１１日付市長決裁を経まして、平成２７年

７月１日から平成２９年６月３０日までの２年間を任期としまして、学校長２人、知識経験者

２人の４人の方の委嘱を行ったところでございます。 
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 このうち、学校長２人につきましては、本年４月１日付け人事異動、そして草加市中学校長

会の役職変更に伴いまして欠員が生じました。このため、草加市奨学資金貸付条例第１３条の

規定に基づきまして新たに市長が委員を委嘱したため、報告するものでございます。 

 委嘱しました委員、退任の委員につきましては、資料の３２、３３ページを、また、参考資

料と併せてご覧ください。 

 まず、３３ページに記載しております退任委員についてでございますが、前委員の中村常雄

氏につきましては、本年４月１日付けで草加市教育委員会指導課への異動により、学校長とし

ての選出区分を満たさなくなったものでございます。また、川原田一郎氏につきましては、中

学校長会の役職変更により、貸付審査会委員の職が解かれましたことから、この２人につきま

しては、平成２８年３月３１日付で解職するものでございます。 

 次に、３２ページですが、新たに委嘱させていただく委員についてでございます。同じく中

学校長会から、草加中学校長並木正成氏、また、両新田中学校長水澤郁夫氏の２人につきまし

て後任として示されており、平成２８年４月１９日付けで市長が委嘱したものでございます。 

 なお、並木正成氏、水澤郁夫氏につきましては、その委嘱期間としまして、私ども事務局の

決裁との兼ね合いで、委嘱日につきましては平成２８年４月１９日から、前委員の残任期間と

なります平成２９年６月３０日までとなります。以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

 なければ、続きまして、本日追加提出をいたしました第３１号議案及び第３２号議案を議題

といたします。 

 

   ◎第３１号議案  点検評価委員の委嘱について 

○髙木宏幸教育長 初めに、第３１号議案につきまして、総務企画課長より説明させます。 

○説明員 それでは、点検評価委員の委嘱についてご説明させていただきます。 

 この議案につきましては、点検評価委員に欠員が生じましたことに伴い、草加市教育委員会

事務点検及び評価実施要綱第４条の規定に基づき委員を委嘱するものでございます。 

 委嘱者につきましては、追加議案書３ページに記載させていただいております。伊藤英樹氏

につきましては、平成２８年５月２０日に開催されました草加市ＰＴＡ連合会定期総会におき

まして副会長として選出された方でございます。この選出に先立ちまして、今まで点検評価委

員でありました田畑圭介氏が副会長を退任されたことと併せて草加市ＰＴＡ連合会より報告
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を受けたものであり、今回、新たに点検評価委員として伊藤氏を委嘱するものでございます。 

 なお、任期につきましては、草加市教育委員会事務点検及び評価実施要綱第４条第２項の規

定に基づきまして、前任者の残任期間であります平成２９年６月３０日までとしているもので

ございます。以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

 なければ、第３１号議案につきましては、原案どおり可決することでよろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 異議がないようですので、第３１号議案については、可決といたします。 

 

   ◎第３２号議案  草加市立図書館協議会委員の任命について 

○髙木宏幸教育長 次に、第３２号議案につきまして、中央図書館長より説明させます。 

○説明員 第３２号議案、草加市立図書館協議会委員の任命についてでございます。 

 この議案は、平成２８年５月３１日をもって草加市立図書館協議会委員の任期が満了するこ

とに伴い、草加市図書館協議会条例第３条の規定により委員を任命する必要を認め、提出する

ものでございます。 

 図書館協議会は、地域の実情を踏まえ、利用者及び住民の要望を十分に反映し、よって図書

館の運営が良好になされることを目的に設置されております。 

 第３２号議案参考資料をご覧ください。今回草加市立図書館協議会委員任命名簿に記載した

１１人の方々に委員をお願いする予定でございます。 

 その中で、学校教育の関係者としまして、１番水澤節子氏、２番川原田一郎氏が新任で、ま

た再任として４番堀美紀子氏が平成２２年６月１日から平成２６年５月３１日までの４年間

委員として務めていただいておりました。また、１１番目、安保昇氏は、平成２０年６月１日

から平成２４年５月３１日まで４年間委員として務めていただいておりました。その他の方々

につきましては、現行任期に引き続いてお願いする予定でございます。 

 任期は、平成２８年６月１日から平成３０年５月３１日まででございます。 

 また、女性委員の構成割合は７３％でございます。なお、他の機関と重複する委員はおりま

せん。以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた
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します。 

○村田悦一教育長職務代理者 参考資料の所掌事項では、第２条、図書館法第１４条第２項に

規定する事項を所掌すると記載されていますが、要するに、この図書館協議会委員の方はどん

なことをされるのかということを簡単に教えていただければと思います。 

○説明員 図書館法の第１４条第１項につきましては、司書を含めます公立図書館に図書館協

議会を置くことができるということで、第２項に図書館協議会は図書館の運営に関し館長の諮

問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき館長に対して意見を述べる機関とすると

いう規定がございます。基本的に、地域の実情を踏まえた、そして利用者及び住民の要望を十

分に反映した、そういう意見をお持ちの委員さん方によって組織され、図書館の良好な運営が

なされることを目的に設置されている機関でございます。 

○髙木宏幸教育長 他にご意見、ご質問はございますか。 

 それでは、第３２号議案につきましては、原案どおり可決することでよろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 異議がないようですので、第３２号議案については、可決といたします。 

 

○髙木宏幸教育長 続きまして、その他の報告がございましたらお願いいたします。 

○教育総務部長 特にございません。 

○髙木宏幸教育長 その他の報告がないようでしたら、次回の教育委員会の日程について、事

務局からお願いいたします。 

○教育総務部長 次回の教育委員会の日程でございますが、平成２８年第６回定例会につきま

しては、６月２３日木曜日、時間は午後３時から、場所は教育委員会会議室でお願いしたいと

思います。 

 

   ◎閉会の宣言 

○髙木宏幸教育長 それでは、以上をもちまして、本日の委員会を終了いたします。 

午後２時１２分 閉会 


